
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副業解禁 

 12月26日の日経新聞にて、政府は「働き方改革」の

一環として、企業が就業規則を定める際に参考にする厚

生労働省の「モデル就業規則」から副業・兼業禁止規定

を年度内にもなくし、「原則禁止」から「原則容認」に転

換すると報じました。 

 就業規則は、従業員10人以上の企業で作成が義務付

けられており、所轄の労働基準監督署長に届けられてい

ます。特に中小企業では、このモデル就業規則をそのま

ま自社に転用する場合も多いことから、今回の改正版が

普及すると、これに倣った中小企業の副業容認が一斉に

広がることも十分考えられます。 

 安倍晋三首相も副業や兼業について「普及は極めて重

要だ」との認識を示しており、政府の見解を後押しして

います。 

 現在、副業を禁止する法的ルールはないものの、厚労

省のモデル就業規則の順守事項（第11条⑥）には『許

可なく他の会社等の業務に従事しないこと』と記載があ

ります。中企庁が委託して実施した、㈱リクルートキャ

リア「平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査報

告書」によると、現状85％以上の会社が副業を認めてお

らず、逆に推進している会社は1社もありません。これ

らを今後『原則認める』という、正に180度の大転換を

今回実施する訳です。 

 政府は、人口減少に伴う労働人口減少や、ここ5年間

で約40万社の会社が減少（平成21年の約420万社→平

成26年381万社）し、更には開業率が欧米に比べて低

い（欧米の約10％に対し日本は半数の約5％）現状を打

破する為、労働力の確保と創業・企業の創出を期待して

いるものとみられます。 

 但し、複数の企業に勤める場合、社会保険料や残業代

等の所在が曖昧になることから、指針の整備が急がれま

す。2017年が企業にとっても就労者にとっても大転換の

年となるかもしれません。 

 

事業承継税制雇用要件の見直し 

 事業承継税制は、2015年（平成27年）1月1日より

経営者にとって一番厄介な、維持すべき従業員数の雇用

要件が緩和（5年間毎年8割以上雇用維持→5年間平均8

割の雇用維持）され、特に贈与の申請件数が大幅に上昇

しました（関東経済産業局調査：昨年比約7倍の伸び）。 

 但し、現状特に小規模事業者の人手不足が深刻なこと

から、更なる利用拡大と人手不足への対応として、平成

29年度より従業員5人未満の事業者について、仮に従業

員が1人減った場合であっても雇用要件を満たすことと

なります。例えば、5人から4人に減る場合は80％以上

なので問題なくクリアでしたが、それ以下の場合（4 人

→3人、3人→2人、2人→1人）等特に分母が小さい場

合は簡単に80％未満となってしまい、要件を満たさない

事となっていました。それが、改正案では上記の場合で

も1人までの減少であれば、80％を切った場合でも要件

を満たすこととなり、適用範囲が大きく広がります（た

だし、従業員１人の企業が0になった場合には、適用で

きません）。 

 

初競り 

 国土ニュース1月号ということで、昨年は市場の移転

問題で揺れた築地から、ちょっと明るいニュースを。 

 5 日朝、新春恒例の初競りが行われ、青森・大間産の

クロマグロ（212 ㎏）を寿司チェーン「すしざんまい」

を営むつきじ喜代村が、史上2番目に高い7,420万円で

落札しました。これで喜代村は6年連続の落札となりま

した。 

 右記はこ

の 10 年間

の落札価格

等の一覧表

です。 

 産地はこ

の 10 年中

9 回を青森県の大間産が占めており、他の地域は北海道

の戸井の１回のみです。といっても、戸井は津軽海峡を

隔てて大間の対岸ですので、漁場はほとんど同じと言っ

ても良いでしょう。そして史上最高額は 2013 年（平成

25年）の1億5,540万円、一キロ当たり70万円になり

ますので、いくらご祝儀価格と言っても想像を絶する価

格で取引をされていることがわかります。今年は史上最

高額の年 2013 年に比べると半分の価格ですが、昨年と

比べるとマグロのキロ数に大きな差はないにもかかわら

ず、一キロ当たりの価格は5倍に上昇しています。この

競りが景気と連動している訳ではないのでしょうが、兎

にも角にも景気の良いお話しです。 

 とはいえ、このクロマグロ、

皆さんもよくご存じの様に、

年々漁獲量が減少し、庶民に

は中々手を出し辛い存在とな

りつつあります。現在は完全

養殖を目指し、近畿大学等は

力を入れていますが、元々マ

グロの住みかが太平洋や大西
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年度 産地 キロ数 価格
1キロ当たり

価格

2017 青森・大間 212㎏ 7,420万円 35万円

2016 青森・大間 200㎏ 1,400万円 7万円
2015 青森・大間 180㎏ 451万円 2.5万円
2014 青森・大間 230㎏ 736万円 3.2万円
2013 青森・大間 222㎏ 1億5,540万円 70万円
2012 青森・大間 269㎏ 5,649万円 21万円
2011 北海道・戸井 342㎏ 3,249万円 9.5万円
2010 青森・大間 232㎏ 1,628万円 7.2万円
2009 青森・大間 128㎏ 963万円 7.5万円
2008 青森・大間 276㎏ 607万円 2.2万円

http://www.kokudokouei.co.jp/


洋といった、外洋を生育地としているため、泳ぎが速く、

（平均時速 30~40 ㎞、最高速度は 160 ㎞とも言われて

います）体の構造上泳ぎ続けないと窒息してしまうこと

から一生泳ぎ続け、しかも体重が 200 ㎏~400 ㎏にも達

する大型魚の為、他の魚の養殖ノウハウが通用しないの

が現状です。マグロは全世界で7種類おり、用途に応じ

て私達の食卓に登場しますが、やはり味はクロマグロが

一番です。これからもこのクロマグロが食べられる様、

是非日本の技術で安定供給出来るよう期待したいです。 

 

箱根から東京へ！？ 

 今年の箱根駅伝は、青山学院大学が史上6校目の3連

覇を達成し優勝しました。青学にとっては記録ずくめの

大会で、大学駅伝 3 冠（10 月出雲駅伝、11 月全日本大

学駅伝、1月箱根駅伝）達成は史上 4校目。往路・復路

を制しての総合3連覇は1937年（昭和12年）の日本大

学以来 80 年振り 2 校目とのこと、今後も当分「青学時

代」が続くのかもしれません。 

 さて、この通称「箱根駅伝（箱根駅伝という名称は、

読売新聞東京本社の登録商標）」ですが、正式には「東京

箱根間往復大学駅伝競走」といい、東京都千代田区大手

町にある読売新聞東京本社ビル前から神奈川県箱根町の

芦ノ湖までの間を往復（往路107.5㎞、復路109.6㎞間、

合計 217.1 ㎞）し、その間を 10 人のランナーが襷を使

ったリレー方式でゴールを目指すというものです。 

 箱根駅伝は、1987年に日本テレビが全国放送を開始し

てから特に人気が高まり、今年も平均視聴率が27％を超

え、3 大駅伝の中でも群を抜いた知名度を誇ります。実

際皆様の中でも毎年楽しみに視聴されている方が多いの

ではないでしょうか。 

 第1回大会の開催は 1920年（大正9年）で、今年で

93回実施（途中第二次世界大戦中に中断がある）してい

ます。発案者は1912年（明治45年）ストックホルムオ

リンピックに出場した金栗四三で「五輪で日本を強くす

るためには、長距離、マラソン選手を育成すること」と

の思いから開催に尽力したと言われています。 

 しかしこの思いとは裏腹に、箱根駅伝から五輪で活躍

した選手がどのくらい居るのかというと、実は余り芳し

くありません。箱根駅

伝出場した五輪代表の

マラソン選手は、1920

年（大正9年）のアン

トワープ大会から、

2016年（平成28年）

のリオデジャネイロ大

会まで延べ 39 人居る

ものの、メダリストは

1936年（昭和11年）

ベルリン大会の南昇竜

選手（明治大学：日本

の統治下時代の朝鮮出

身）僅か 1人だけです。 

 戦後男子マラソンでメダリストとなった人は3人居ま

すが、3 人共に実業団（円谷幸吉選手は東京オリンピッ

ク当時、自衛隊と中央大学に所属していましたが、箱根

駅伝の出場はありません）出身です。 

 次回のオリンピックは 2020 年の地元東京大会です。

この近くて遠い箱根から東京まで、この駅伝に出場した

選手の中から襷リレーの如く繋いで、選手として活躍で

きる選手が生まれるのか、今から楽しみです。 

 因みに、発案者の金栗四三が出場した 1920 年ストッ

クホルムオリンピックでの彼の記録は「54 年 8 か月 6

日5時間32分20秒3」となっています。29歳でスター

トした選手が、ゴールでは 75 歳になっていました。ゴ

ール後のスピーチで「長い道のりでした。この間に孫が

5人できました。」とコメント。理由は紙面に限りがある

ため詳しく記載できませんが、何とも素敵なお話しです

ので、興味がある方は是非調べてみてください。 

 

東京税理士協同組合様と提携致しました 

 昨年 12 月 5 日、株式会社国土工営は、新規提携先と

して、東京税理士協同組合様と正式に業務提携をさせて

いただきました。これまで以上に多くの税理士先生と接

点を持つ機会が増えます。私ども国土工営は、先生方の

ご相談等に全力でお応えしていきたいと考えております。 

 今後ともご支援をいただければ幸いです。本年もよろ

しくお願い申し上げます。 

 

本 社：０３－５２２７－３６０１ 

横浜支店：０４５－６５１－２８４１ 

名古屋支店：０５２－５８８－２３２２ 

関西支店：０７５－２１２－２８０１ 

大阪事務所：０６－６９２０－５５５１ 

 

トリニテーシステム業務提携先（平成29年1月現在） 

 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力アップ・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価の補助・事業承継などの企業オーナー対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 

出典：読売新聞HP 


